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参加を得、新しいクラブの誕生を祝禍した。
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◇出席報告

会貝 68名 出席 ‘18名

出席率 70.59%

前々回 3月11日（修正出席率) 9710%

◇ビジター数紹介 37名

名古屋東山ロータリークラブの認証状伝達

式が3月25日（火）ホテルナゴヤキャッスルに

於て14時より、770名にのぼるロータリアンが

祝福する中挙行された。

祝宴式では、アトラクションとして、女性

5人による「金管五亜奏」を聞き、会場内和気

あいあいの雰囲気の中、新クラブの前途を祝

い、朧況のうちにお開きとなりました。

;驚補首"軍繍禰箙音荏苧華稽、
皇蕊灘急鰯婁圭熟…蟹鼠………望
◇出席報告

会貝 67名 出席 23名

出席率 34.33％

前々回 3月18日（修正出席率) 95.65%

◇ビジター数紹介 67名(4/8）

◇佐久間親睦委員長挨拶

会員並びにご家族の皆様、本日は多数ご出

席賜わり有難うございました。今日一日はR

頃の瞳l蝿を忘れ、のんびり春を感じて頂けれ

ばと思っております。

◇西川会長挨拶
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名古屋和合RCの提唱により、1996年9月19

日創立総会、同年10月10日国際ロータリーに

加盟を承認され､、名古屋市天白区、豊明市、

日進市、愛知郡東郷町と名古屋の東をテリ |、

リーとし、第2760地区で76番目、名古屋では

22番目のクラブとなった。

当クラブは全員登録し、またご夫人2名の
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本日の春季家族会には、会員、家族の皆様

このように沢山ご参加いただきまして、まこ

とに有難うございます。幸い好天に恵まれ、桜

もよく咲いておりまして、楽しい家族会にな

ると思います、唯今から、親睦委員会心尽く

しの伊賀肉網焼をご馳走になります。ではご

一緒に楽しくやりましょう。

、ﾊﾉ‘11Ⅲ.銅～‘01,,参一・I肌“春季家族会､‘伽､.,Uﾍ,1m01.,､ﾊ,,‘!Ⅲ､ﾊ,､／

春季家族会は会員23名、ご家族24名、総勢

49名の参加を得、午前9時愛知厚生年金会館

よりアルコール派とおしゃべり派のバスに分

かれ、一路伊賀上野へ。当日は雲一・つないlli!i

天で、桜もちょうど見頃ときき、絶好の花日

和となりました。

河村政孝君早退致します。

小林明君久し振りの例会です。誕生日祝

い。

小山雅弘君おかげさまで創業30周年を迎

える事が出来ました。

小坂井盛雄君結婚記念日祝い。いつの|H1に

やら47回目の記念日です。

黒野貞夫君第25回玄之会展記念識波会雛

会にできました。結婚記念日祝い。

柵木充明君先日の家族会、パパとカカが

お世話になりました。とても喜んでいました。

幹射さん、皆様有雌うございました。

永井正義君3月のゴルフ会、麻推会優勝

しました。会員、夫人誕生日祝いc

二村 聰君、小杉啓彰君、三好 親君、

水野賀續君、中根三郎君、西川豊長君、

西野英樹君、大口弘和君、佐久間良治君、

佐野 寛君、笹野義春君鈴木正男君、

鈴木理之君、谷口 優君、舎人経昭君、

魚津常義君、鷲野義明君、渡辺辰夫君

久し振りの例会です。

秋山茂則君、青山敏郎君、菅原宣彦君

誕生日祝い。

足立一成君、伊豫田博明君、菊池昭元君、

尾関武弘君、田部井良和君、竹内眞三君、

田中昭二君夫人誕生日祝い。

加藤大豊君、 日下部康生君、中山信夫君、

鴬谷龍男君、山本眞輔君結婚記念日祝

い◎

和田正敏君誕生日、結婚記念日祝い。

吉田敬岳君夫人誕生日、結婚記念日祝い。

◇佐久間親睦委員長挨拶

4月12日に春季家族会に会員、家族の皆様

総勢47名の方にご出席頂き、上野城、芭蕪の

生家、「金谷」の伊賀牛の網等行って参りまし

た。ご協力ありがとうございました。

◇中山幹事報告

1．次1回|例会は、6RC合|司例会の為、1211fi30

分ホテルナゴヤキャッスル2F天守の間に

て開催致しますのでお間違いの無いようご

出席下さい。

2． ロータリーの友4月号が来て居りますの

で、お帰りにお持ち下さい。

◇名古屋東山RC認証状伝達式御礼訪問

会長古谷 掴君

幹事松野一彦君

3/25チャーターナイトはお陰様で776名の方

のご参加を噸き、800名を越す盛会となりまし

た。特に千種RCさんは全員登録頂き本当にあ

りがとうございました。例会場はお隣のルブ

ラ王山でやってますし、若い者が多く活気が

ありますので、ぜひお越し下さい。

◇西川会長挨拶

唯今は、東山RCの会長、幹事さんが認証状

へ

着後、自由散策する方と地元住民のボラン

ティアによるかたりべさん案内コースの二手

に別れて上野城、伊賀流忍者屋敷等を見学し、

全員で芭蕉の生家を見学したのち、昼食は松

居会長エレクトの乾杯にて、「金谷」で伊賀牛

の網焼きとなりましたが、地ビールを飲んで

食が進んだせいか、お肉の追加は74枚みなさ

んの賛肉となり？その後、伊賀焼窯元三m窯

を訪ね、伊賀の里モクモク手づくりファーム

にて、手づくりウィンナー、ハム等のお土産

を買って、名古屋へ戻りました。

(よく歩き、食べ、話し、楽しい一日でした）
‐

謹董驚襄難璽驚

匙琴

◇◇
◇“君が代“

◇”奉仕の理想”

◇お誕生日祝福

和田君(4/28)、秋山君(5/2)、菅原君(5/4）

◇出席報告

会員 67名 出席 52名

出席率 77.61%

前々回 3月25日（修正出席率) 100%

◇ビジター紹介

名古屋東山RC会長古谷翅君

幹事松野一彦君他1名

◇ニコボックス

浅井誠寿君

赤芽とふ花と見紛ふ芽ぷきかな
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伝達式のお礼においで頂き、ご鄭重なご挨拶

がございまして、恐縮に存じます。実行委員

長さん始め、若さとパワーに溢れた立派なチ

ャーターナイトでございました。

さて、先週の土曜日4月12日は、春季家族

会で、多数の会員、家族の方々に参加して頂

き、本当に有難うございました。親睦委員会

の皆さん、お世話になりました。心からお礼

申し上げます。お城と桜、芭蕪さん、伊賀肉、

伊賀焼窯元、伊賀の里モクモクファームに地

ビールと楽しい一日でした。

芭蕉さんの桜の句はないかと思って、頂い

た資料を見たら、ちゃんとありました。

さまざまの事思い出す棚かな

年々歳々誰しも櫻を見ると、そんな気持

ちになると思います。良きロータリーの思い

出を重ねてゆきたいと思います。

◇雑誌月間に因んで

雑誌委員長笹野義春君

うわさがありますが、調査の結果からロータ

リアンの熱心さには感動いたしました。とい

うことで、以下、その結果を報告された訳です。

先ず1番『ロータリーの友」を毎月見るか

のと問に

(A)ほとんど見ないが8%

(B)パラパラとめくるが43%

(C)特定の記事を読むが44%

(D)全部梢読が5%

2番目に『ロータリーの友」はの間に

(A)今のままでよいが76%

(B)内容を見直すべきが12%

(C)どちらでもよいが12%

3番目広告ページについての問に

(A)よく見るが7%

(B)時々見るが60%

(C)全然見ないが33%

4番目に「ロータリーの友」に地区の広報

記事を投稿すべきかの問に

(A)積極的に記事を提供すべきが21%

(B)地区の広報ページが欲しいが25%

(C)今のままでよいが54%

以上のような意識調査の結果がでたそうで

すが、まあそんなことでなかなか難しい訳で

すが、ともかく 「ロータリーの友」は、大勢

の皆様に読んで頂きたいと思います。何とい

っても、話題満載で、密度の濃い雑誌である

と思います。特に、卓話の泉は雑学の宝庫で

あり、知識を高める為には格好の材料が溢れ

ていると思います。

ロータリアンにはいろいろな職業の方がお

みえになり、社会的にも立派な方々ばかりで

す。その方々がご自分の専門分野について話

されたことの抜粋であるので本当に為になる

と思います。

ともかく皆様方には、一人でも多くの方に

読んで頂き、又積極的に投稿もしていただか

ん事を心からお願いして、誠に簡単ですが、私

の挨拶とさせて頂きます。

◇委員会報告

国際奉仕委員長鴬谷龍男君

a詞

4月は、ロータリー雑誌月間です。それぞ

れ各クラブでは、それなりのプログラムを実

施する工夫をされていることと思います。私

も、委員長として、それなりに何かを成され

ばと思いながら、今日に至っているのが実情

であります。

その中で、私が、『ロータリーの友」を読ん

で参考になった事項を紹介させて頂きながら、

お話をさせて頂きたいと思います。

先ず、ロータリーの機関雑誌ロータリアン

誌、並びに地域雑誌に対する読者の関心をい

かに呼び起こすかという事が必要ですが、な

かなか難しく、少しでも多くの方々に「ロー

タリーの友」を読んで欲しい訳ですが、それ

ぞれ係わっている方々も苦労されていること

と思います。

そんな中にあって、これは「ロータリーの

友」の意識調査の結果(第2660地区広報雑誌委

員会)から昨年11月に地区内で「ロータリーの

友」意識調査をしましたところ全クラブ(81）

から返送があり、会員5,659人中、65％の回答

がありました。読まれざるベストセラーという、

一

~麓ヤ邸

－3－



国際奉仕委員長として、ご報告を申し上げます。

さる4月4日、都ホテルにて、第2回地区

国際奉仕委員長会議がございました。

そこでの第一議題として、青少年交換委員会

の本年度活動状況について、地区委員長の林

光雄君から報告があり、その中で毎年世界で

実施されている青少年交換プログラムに約8,

000名の高校生が参加しており、彼等の生活体

験が、きっと世界平和のために役立つ原動力

になるであろうと語り、反面、当2760地区の

青少年交換プログラムには、女子高生の応募

が圧倒的に多く、男子は一流大学に入らんが

ために応募が少ないのが残念であるといわれ、

より多くの高校生が、この｢青少年プログラム」

に参加され、「国際理解と国際親善｣のためにご

協力されることを切望すると結びました。

次に第二議題として世界社会奉仕委員会(W.

C.S.)の活動状況並びに、地区主催のW.C.S.フ

ィリピン及びタイへの視察旅行報告について、

地区奉仕委員長の鶴田君から報告があり、そ

の中で昨年、援助したプロジェクトの数は、110

以上に及ぶといい、その内容は、発展途上国

が抱える社会生活の面で深刻な問題を少しで

も改善することだといい、具体的には「井戸

掘削」「ミシンによる職業訓練」「公衆トイレ

の設置」或いは、「就学普及」等々、ニーズの

高いものばかりであると説明しておられ、ま

た、それぞれのプロジェクトの実態を見るた

め現地のロータリアンに案内していただき、諸

施設を訪問し、また私達の寄贈したプロジェ

クトが現地の日々の生活に生かされ、心から

喜んでくれている姿を見て、同行のメンバー

全員、胸に熱いものを感じさせられたと結ん

でおります。

次に各クラブより1996～97年度国際奉仕活

動の実施状況報告があり、当クラブの関連に

おいて国際奉仕活動のご報告を致しますと、ま

ず第一に、青少年交換留学生として日本から

アメリカ伊藤正美さん（名古屋短期大学付

属高)、次にアメリカから日本RI-5400地区

ジェロームR.Cからエリカプライスさん16才、

平成9年8月より1年間カウンセラーとして

小杉君。

第二は、財団奨学生アメリカから日本RI-7690

地区サミットR.Cよりジョンポール君22才、平

成9年4月より1年間カウンセラーとして和

田君。

第三として、WCS活動として当地区RI-2760

地区は、フィリピンRI-3800地区、及び3810地

区、それにタイRI-3360地区に対し、WCS活

動を継続的に行っております。

具体的には、（イ）として各地区への社会奉仕活

動支援として、昨年度770万円。

（ロ）として愛知ロータリー奨学

基金として昨年度730万円。

合計1500万円が援助金であります。

なお、千種ロータリークラブは、今年度、フ

ィリピン3810地区リザール西RCへ「子供たち

への食事供給活動」として10万円の援助金を

贈った。

以上が、ご報告のまとめであります。

◇4月度理事会議題

1． ローターアクト委員会委員長の件

2．特別拠出金徴収提案の件

3． ポンペイRCミクロネシア大学基金の件

～ﾆｰｰｰｰﾆ=＝麻雀会二一==ニーーーーニ

（於：松楓閣3/14(火))

平成9年3月14B(金)午後611,寺より松楓閣

において12名の参加を得て盛大に挙行。成績

は次の通り。

RANK NAME MARK

優勝 永井正義 +88,200

2位 田中昭二 十73,500

3 位 中山信夫 十23,700

B B 秋山茂則 △40,800

以上の通りです。残るは第6回(最終回)大

会のみとなりました。 5月16日(金)を予定し

ております。7月は午後2時より大会を開始し、

三回戦を行います。午後6時から総合優勝者

の祝勝会を兼ね懇親会を行います。多くの方々

の出席をお願いします。

"己

“'‘’‘‘･～･'1'伽"～・第123回ゴルフ会成績・～･'側’'‘･～"‘伽‘‘

（藤岡C.C 3/27(木))

RANK NAME OUt ln GHcpNet

優勝永井正義40 46 86 9 77

2 位鴬谷龍男 49 50 99 22 77

3位小林 明 47 50 97 18 79

B B 田中昭二44 52 96 9 87

（参加者 10名）

次回ハンディ永井君7鷺谷君 19

今回は5RC合同懇親ゴルフ会と併催となり

ました。他クラブの勢いに押されたせいかス

コアはややふるわなかったものの、水野(賀）

君がとび賞40位になりました。4月ゴルフ会は休

会で、 5月のゴルフ会は5/22(木)名古屋ゴル

フ倶楽部(和合コース)を予定致しております。

◇自宅住所変更のお知らせ

会員吉田節美君

〒464千種区春岡2-13-26

TEL752-9161

◇次回例会（5月6日）

友愛の日（立食）

へ
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